
摂津市教育委員会

黒糖パン ごはん ごはん ごはん
白身魚のマスタードソースがけ 高野豆腐のオイスターソース炒め 鶏肉の香味揚げ マーボーなす
ホキ　白ワイン　食塩　こしょう　でんぷん 高野豆腐　豚もも　キャベツ　人参　チンゲン菜 鶏もも　料理酒　食塩　こしょう　でんぷん なす　大豆油　豚ミンチ　しょうが　玉葱　にら
大豆油　玉葱　人参　セロリ　パセリ　粒入りマスタード 大豆油　オイスターソース　料理酒　食塩　こしょう 大豆油　青葱　しょうが　上白糖　米酢　濃口醤油 鶏だし　ケチャップ　上白糖　食塩　濃口醤油　白みそ
米酢　上白糖　オリーブオイル じゃがいもとごぼう天の煮物 ごま油　　　　 赤みそ　豆板醤　でんぷん　ごま油
キャベツのカレーソテー じゃがいも　ごぼう天　人参　しょうが　上白糖 もやしの和え物 バンバンジーサラダ
キャベツ　ホールコーン　カレー粉　食塩　大豆油 みりん　薄口醤油　濃口醤油　でんぷん　削り節 大豆もやし　人参　上白糖　食塩　濃口醤油　唐辛子 キャベツ　ささみフレーク　玉葱　きゅうり　
炒めビーフン お米de国産ブルーベリータルト ごま油 ホールコーン　　　　
豚もも　料理酒　濃口醤油　ビーフン　キャベツ　玉葱　人参 なめこのすまし汁 アスパラの炒め物 バンバンジードレッシング（小袋）
青葱　オイスターソース　大豆油　食塩　こしょう　ごま油 なめこ　木綿豆腐　青葱　薄口醤油　削り節　だし昆布 豚もも　玉葱　キャベツ　アスパラガス　薄口醤油 フライビーンズ
のり塩ポテト ジョア（プレーン味） 大豆油　食塩　こしょう　 ひよこ豆　でんぷん　大豆油　上白糖　濃口醤油
じゃがいも　大豆油　青さのり粉　食塩　こしょう さつまいものレモン煮 みりん　白いりごま　　　
ミネストローネ さつまいも　レモン汁　上白糖　食塩 ヨーグルト和え
ウインナー　玉葱　人参　じゃがいも　キャベツ 牛乳 ヨーグルト　黄桃缶　パイン缶　上白糖
セロリ　ホールトマト　ケチャップ　上白糖　食塩 牛乳
こしょう　大豆油　鶏ガラスープ　
牛乳

837 たんぱく質(g) 30.1 脂質(g) 25.5 792 たんぱく質(g) 34.7 脂質(g) 16.5 831 たんぱく質(g) 34.0 脂質(g) 19.2 901 たんぱく質(g) 31.6 脂質(g) 28.2
卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば

○ ○ ○ ○ ○ ○

とうもろこしごはん（小盛） パインパン ターメリックライス レーズンパン ごはん
精白米　ホールコーン　削り節　だし昆布　濃口醤油 たらのムニエル 精白米　ターメリック　バター　　 ひじき入り卵焼き 白身魚のおろしあんかけ
みりん　食塩　　　 たら　食塩　こしょう　小麦粉　バター タンドリーチキン 豚ミンチ　芽ひじき　人参　玉葱　上白糖　食塩　濃口醤油 ホキ　料理酒　こしょう　でんぷん　大豆油
冷やしうどん バジルマカロニ 鶏もも　にんにく　しょうが　ヨーグルト　 料理酒　大豆油　鶏卵 玉葱　大根　しそ　上白糖　濃口醤油　みりん
【うどん】 マカロニ　にんにく　玉葱　食塩　こしょう カレー粉　食塩　こしょう　大豆油　 カレーポテト ほうれん草のソテー
冷凍うどん　大豆油　オクラ　食塩　 ジェノバペースト　オリーブオイル　　　 マッシュポテト じゃがいも　パセリ　カレー粉　濃口醤油　上白糖 ほうれん草　ホールコーン　薄口醤油　大豆油　
【うどんだし】 海藻サラダ じゃがいも　食塩　こしょう　牛乳　バター　パセリ 食塩　大豆油　　 豆腐のミートグラタン
きざみ揚げ　みりん　濃口醤油　上白糖　削り節　だし昆布 キャベツ　ホールコーン　小松菜　人参　海藻ミックス ドライカレー スパゲティナポリタン 冷凍豆腐　牛ミンチ　豚ミンチ　玉葱　ピーマン
えびと野菜の天ぷら 香味塩ドレッシング（小袋） 豚ミンチ　大豆　玉葱　人参　ピーマン　にんにく　しょうが スパゲティ　ウインナー　ピーマン　玉葱　人参 にんにく　大豆油　白ワイン　食塩　こしょう
えび　料理酒　ごぼう　人参　玉葱　枝豆　大豆 さつまいもと大豆のかりんとう セロリ　大豆油　カレーフレーク　トマトピューレ 食塩　こしょう　バター　オリーブオイル　ケチャップ ケチャップ　トマトピューレ　ウスターソース
小麦粉　食塩　大豆油 さつまいも　大豆油　大豆　黒糖　上白糖　米酢 ケチャップ　ウスターソース　とんかつソース　食塩 パルメザンチーズ 小麦粉　パルメザンチーズ　パン粉
キャベツとツナの炒め物 食塩　　 お米de豆乳プリンタルト フルーツ白玉 五目煮豆
キャベツ　シーチキン　人参　みりん　濃口醤油 春雨スープ マカロニスープ みかん缶　黄桃缶　上白糖　白玉団子　 金時豆煮　芽ひじき　こんにゃく　人参　
大豆油　　　　 春雨　人参　青葱　薄口醤油　食塩　こしょう　鶏だし マカロニ　玉葱　人参　薄口醤油　こしょう コーンクリームスープ さやいんげん　上白糖　みりん　濃口醤油　
国産夏みかんゼリー 牛乳 鶏ガラスープ　　　　 ホールコーン　玉葱　人参　牛乳　食塩　こしょう 削り節　だし昆布
牛乳 ジョア（ストロベリー味） コーンクリーム　　　 牛乳

牛乳
860 たんぱく質(g) 29.4 脂質(g) 21.0 826 たんぱく質(g) 30.3 脂質(g) 20.7 837 たんぱく質(g) 37.5 脂質(g) 19.1 896 たんぱく質(g) 30.7 脂質(g) 26.8 828 たんぱく質(g) 32.3 脂質(g) 21.7

卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごはん クロワッサン 山菜おこわ（小盛） ごはん ごはん
トマト肉じゃが えびとじゃがいものチリソース炒め 精白米　もち米　山菜水煮　薄口醤油　みりん　食塩 いわしのかば焼き風 カミカミチンジャオロース
牛肩ロース　じゃがいも　玉葱　人参　 じゃがいも　でんぷん　大豆油　むきえび　料理酒 だし昆布　　　 いわし　しょうが　料理酒　でんぷん　大豆油 切干大根　豚もも　ピーマン　玉葱　筍水煮
ホールトマト　糸こんにゃく　ホールコーン　　 玉葱　パセリ　ケチャップ　チリソース　上白糖 あんかけ焼きそば 上白糖　みりん　濃口醤油　　 人参　みりん　にんにく　オイスターソース
グリンピース　にんにく　オリーブオイル　食塩 食塩　こしょう　濃口醤油　 【麺】 いんげんのごま和え 鶏だし　濃口醤油　食塩　こしょう　でんぷん　大豆油
こしょう　濃口醤油　コンソメ　上白糖 きのこスパゲティ 中華麺　食塩　大豆もやし　チンゲン菜　こしょう　大豆油 さやいんげん　人参　白いりごま　みりん　濃口醤油 春雨サラダ
油揚げ入り野菜炒め スパゲティ　しめじ　えのきたけ　玉葱　小松菜 【具】 柳川風卵とじ 春雨　人参　きゅうり　　
きざみ揚げ　豚もも　玉葱　大豆もやし　筍水煮 薄口醤油　食塩　こしょう　大豆油　 豚もも　しょうが　料理酒　いか　玉葱　筍水煮 豚もも　ごぼう　鶏卵　白葱　三つ葉　上白糖 香味中華ドレッシング（小袋）
人参　にら　上白糖　濃口醤油　食塩　こしょう ごぼうと豆のサラダ ピーマン　上白糖　食塩　鶏ガラスープ　こしょう みりん　薄口醤油　削り節　だし昆布　 高野豆腐のバーベキューソース炒め
でんぷん　ごま油　　　 ごぼう　大豆　ホールコーン　人参　上白糖 濃口醤油　でんぷん　大豆油　　 温州みかんゼリー 高野豆腐　食塩　こしょう　でんぷん　大豆油
はりはり漬け 濃口醤油　食塩　こしょう　大豆油 五目卵焼き 玉ねぎのみそ汁 濃口醤油　料理酒　上白糖　りんごクリーム　にんにく
切干大根　米酢　上白糖　薄口醤油　濃口醤油 ノンオイルドレッシングフレンチ（白） 鶏卵　玉葱　人参　干椎茸　グリンピース　薄口醤油 きざみ揚げ　木綿豆腐　玉葱　白みそ　削り節　だし昆布 しょうが
唐辛子　大豆油　　　 卵スープ 食塩　こしょう　大豆油　 牛乳 わかめスープ
牛乳 木綿豆腐　人参　鶏卵　薄口醤油　食塩　こしょう きんぴらごぼう わかめ　大豆もやし　白葱　こしょう　

鶏ガラスープ　　　 ごぼう　人参　白いりごま　上白糖　みりん　濃口醤油 鶏ガラスープ　食塩　　　
牛乳 大豆油 牛乳

アシドミルク（プレーン味）
878 たんぱく質(g) 29.0 脂質(g) 31.1 846 たんぱく質(g) 31.3 脂質(g) 37.1 792 たんぱく質(g) 32.7 脂質(g) 14.8 840 たんぱく質(g) 33.0 脂質(g) 22.3 850 たんぱく質(g) 31.9 脂質(g) 22.9

卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごはん ミートドッグ タコライス おーぶらんパン ごはん
韓国風すき焼き 【ドッグパン】 鶏ミンチ　玉葱　人参　パルメザンチーズ　大豆油 オムレツ～きのこクリームソース～ とんかつ
牛肩ロース　焼き豆腐　しょうが　にんにく　濃口醤油 【具】 食塩　カレー粉　チリパウダー　ケチャップ ミニプレーンオムレツ　バター　しめじ　人参　 豚肩ロース　食塩　こしょう　鶏卵　小麦粉　パン粉
上白糖　料理酒　大豆もやし　人参　玉葱　にら 豚ミンチ　鶏レバー　料理酒　玉葱　人参　しょうが ウスターソース　キャベツ　小松菜　黒こしょう　 玉葱　小麦粉　牛乳　食塩　こしょう 大豆油　中濃ソース（小袋）
焼竹輪　りんごクリーム　白菜キムチ　ごま油 にんにく　大豆油　金時豆煮　食塩　こしょう　ケチャップ もずく入り夏野菜のかき揚げ フライドポテト キャベツソテー
さばのカレー揚げ ウスターソース　とんかつソース　上白糖　小麦粉 むきえび　でんぷん　料理酒　玉葱　かぼちゃ じゃがいも　でんぷん　食塩　大豆油　こしょう キャベツ　パプリカ　食塩　こしょう　大豆油
さば　しょうが　料理酒　濃口醤油　でんぷん　食塩 青菜としらすのスパゲティ にがうり　もずく　人参　鶏卵　小麦粉　食塩　大豆油 大根サラダ じゃがいもとなすのカレー煮込み
カレー粉　大豆油　　 ベーコン　しらす干し　スパゲティ　ほうれん草　玉葱 くーぶいりちー（昆布炒め） 大根　チンゲン菜　ホールコーン　しらす干し　大豆油 じゃがいも　なす　鶏もも　さやいんげん　にんにく
小松菜のごま和え エリンギ　にんにく　オリーブオイル　こしょう　薄口醤油 豚もも　塩昆布　切干大根　人参　 青じそドレッシング（小袋） しょうが　大豆油　カレー粉　小麦粉　トマトピューレ
小松菜　白いりごま　みりん　薄口醤油　 食塩 削り節　だし昆布　濃口醤油　大豆油　　 鶏肉のチーズパン粉焼き ケチャップ　コンソメ　濃口醤油　食塩　こしょう
牛乳 ひじきのサラダ いなむるち（沖縄風豚汁） 鶏もも　ガーリックパウダー　パセリ　パルメザンチーズ りんご缶

キャベツ　芽ひじき　ノンオイルドレッシングフレンチ（白） 豚もも　かまぼこ　大根　人参　こんにゃく オリーブオイル　パン粉　食塩　こしょう 冬瓜のすまし汁
野菜スープ 干椎茸　青葱　白みそ　削り節　だし昆布 オニオンスープ 冬瓜　花ふ　薄口醤油　削り節　だし昆布
玉葱　じゃがいも　人参　薄口醤油　こしょう　鶏ガラスープ ジョア（マスカット味） 玉葱　パセリ　薄口醤油　こしょう　鶏ガラスープ 牛乳
牛乳 牛乳

856 たんぱく質(g) 29.2 脂質(g) 33.0 803 たんぱく質(g) 31.9 脂質(g) 24.7 793 たんぱく質(g) 34.1 脂質(g) 17.9 818 たんぱく質(g) 35.7 脂質(g) 29.5 861 たんぱく質(g) 29.8 脂質(g) 24.2
卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

玄米入りごはん ごはん ごはん
精白米　もち玄米　　　 鶏肉とうずら卵のさっぱり煮 にら玉豆腐
ししゃもの南蛮漬け 鶏もも　うずら卵水煮　じゃがいも　とうがん　 冷凍豆腐　玉葱　大豆もやし　人参　大豆油　にら
ししゃも　でんぷん　大豆油　玉葱　人参　青葱 糸こんにゃく　チンゲン菜　人参　にんにく　上白糖 削り節　だし昆布　上白糖　濃口醤油　食塩　こしょう
濃口醤油　米酢　上白糖　唐辛子 米酢　濃口醤油　　　 でんぷん　鶏卵　ごま油
もやしと豚肉のソテー いもとちくわの天ぷら かぼちゃとさつま揚げの煮物
豚もも　大豆もやし　食塩　こしょう　大豆油 焼竹輪　青さのり粉　さつまいも　食塩　小麦粉 かぼちゃ　さつま揚げ　しょうが　人参　上白糖
油麩入り煮しめ 大豆油　　　　 みりん　薄口醤油　濃口醤油　でんぷん　削り節
じゃがいも　人参　干椎茸　筍水煮　あぶら麩 チーズプチタルト イカリングフライ
削り節　だし昆布　上白糖　濃口醤油　みりん 吉野汁 イカリングフライ　大豆油　　　
抹茶わらび餅 木綿豆腐　人参　玉葱　えのきたけ　青葱　でんぷん なすのみそ汁
味付のり 薄口醤油　削り節　だし昆布　 なす　玉葱　白みそ　削り節　だし昆布
牛乳 牛乳 ジョア（プレーン味）

820 たんぱく質(g) 28.3 脂質(g) 20.2 841 たんぱく質(g) 34.8 脂質(g) 21.1 808 たんぱく質(g) 32.6 脂質(g) 14.1
卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば 卵 乳 小麦 落花生 えび かに そば

○ ○ ○ ○ ○ ○

令和3年6月
摂津市中学校給食　使用食材一覧表

月 火 水 木 給食の申し込み方法
1 2 3 4

金

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

7 8 9 10 11

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

14 15 16 17 18

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

21 22 23 24 25

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

29 3028

エネルギー（kcal）

エネルギー（kcal） エネルギー（kcal） エネルギー（kcal）

②お金を振り込もう！
「払込票」を使用してコンビニエンスストア等

で納付します。

※希望者には3,000円の「少額払込票」も配付

していますので、担任までお申し出ください。

①学校で用紙を受け取ろう！
「中学校給食予約システムログイン通知書]」と「払

込票」が学校から配付されます。

③給食を申し込もう！
パソコン又は携帯電話からインターネット予約でき

ます。または、専用のマークシートに記入して配膳室

に提出しましょう。

６月給食の予約開始日

５月１日（土）から

○給食は、卵・乳・小麦・落花生・えび・かに・そば・

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイ

フルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚

肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・バ

ナナ・ごま・カシューナッツを含む製品と共通の設備で

調理しています。

○海産物（わかめ・しらす等）は、えび・かにが混ざる

場合があります。

給食に使用されている食材で、アレルギー表示が義務

づけられた特定原材料（卵・乳・小麦・落花生・えび・

かに・そば）について表示しています（飲料牛乳を除

く）。ただし、食品を製造する際に、原材料としては使

用していないにもかかわらず、特定原材料が意図せずし

て最終加工食品に混入（コンタミネーション）してしま

う場合があります。

特定原材料に準ずるもの等情報が必要な場合は、摂津

市教育委員会までお問い合わせください。

[お問い合わせ先]

摂津市教育委員会事務局 教育政策課

06-6383-1111

６月給食の予約期限

パソコン・携帯電話予約

給食日の７日前

マークシート予約

５月１４日（金）

18日の食育の日の献立は摂津市内公立保育所・小学校・中学校

の連携献立！！

常温で長期保存ができ、包丁なしで調理可能、ゴミや洗い物も減

らせるなど、いいこと尽くめな「乾物」。災害時は炭水化物に栄

養素が偏りがちなので、たんぱく質やビタミンが摂取できる切干

大根や高野豆腐、乾燥わかめなどはめっちゃ役立つ！！

連携テーマ 災害時に役立つ『乾物』

Ｑちゃん


